
 

 

平成 26 年 11 月 12 日 
 

地銀 64 行頭取が参加し「輝く女性の活躍を加速する地銀頭取の会」を発足 

～ 女性活躍推進に向けた「行動宣言」を策定・公表 ～ 

 

足利銀行（頭取 松下 正直）は、平成 26 年 11 月 12 日（水）に全国地方銀行協会

会員全 64 行の頭取参加により発足いたしました「輝く女性の活躍を加速する地銀頭

取の会」にメンバーとして参加いたしました。本会では、あわせて「行動宣言」を策

定・公表いたしましたので、次のとおりお知らせいたします。 

 

行動宣言では、別紙のとおり３つの柱（「自ら行動し、発信する」「現状を打破す

る」「ネットワーキングを進める」）を軸に、女性活躍に関する自主目標の設定、組

織の意識変革のほか、男女の働き方の変革や地域社会への働きかけなどの項目を掲げ

ております。 

また、本会では、参加行の女性活躍推進の取組みを全行レベルで引き上げていくた

め、女性活躍推進の担当者を集めた研究会や女性リーダーの育成に向けた女性行員同

士の意見交換会を実施する予定です。 

当行では、女性の活躍推進に向けた取組みとして「女性が活躍できる職場作りプロ

ジェクトチーム」の設置、全従業員を対象とした「女性が活躍できる職場作り」に関

するアンケート調査の実施、チームマネジメント力の向上等を目的とした「あしぎん

女性塾」の開催などの活動を展開してきたほか、平成26年 10月に人事制度を改定し、

「再雇用制度」･「職位復職制度」･「半日休暇」を新設しております。 

 

今後とも“行動宣言の 3 つの柱”に沿って、女性が高いモチベーションを維持し、

安心して長く勤務することができる職場環境の整備、女性が着実に上位職を目指す意

識の醸成・組織・風土作りなどの促進を図っていきたいと考えています。 

以  上 
 
【ご参考】「輝く女性の活躍を加速する地銀頭取の会」の発足趣旨 

 

 

 

 
 
 

意欲・能力のある女性の積極登用を進めるとともに、広く全国にネットワークを持つ

地方銀行界から女性活躍に向けた声明を発信し、女性リーダーの育成・ネットワーク

構築を図ることを目的に発足いたしました。 



 
 
 

「 行 動 宣 言 」 
 
私たち地方銀行のリーダーは、様々な女性の意欲を高め、 
その持てる能力を最大限発揮できるよう、以下の取り組みを行うことをここに宣言します。 
 
自ら行動し、発信する 

○ 私たちは、当行の女性活躍に関する自主目標を設定し、達成に向けた取り組みを 
進め、その進捗状況を定期的に把握・公表し、取り組みを継続的に改善します。 

○ 私たちは、「女性の活躍が、当行にとっていかに重要か」という想いを、自らの 
言葉で地域社会に発信します。 

○ 私たちは、組織に異なる視点をもたらすことがより良い価値を生むことを発信し、

当行の男性職員（管理職）の意識変革を進めます。 

○ 私たちが関与するあらゆる機会に女性が参加していることを確認し、その重要性を

訴えていきます。 

 
現状を打破する 

○ 私たちは、積極的に人材を発掘し、能力を開発し、登用することで、当行の女性の

活躍を支えていきます。また、そのために組織の意識変革を促します。 

○ 私たちは、これ以上柔軟な働き方ができないのかを確認することによって、女性の

活躍を阻害する要因を取り除くとともに、男女の働き方の変革を進めます。 

○ 私たちは、女性がさまざまなライフイベントを経ながらキャリアを継続しているか

データで検証しながら、成長の機会を計画的に提供し、支援を続けます。 

○ 私たちは、自らの属する地域社会に向けて、女性の活躍推進の重要性を伝えると

ともに、地域においてリーダーシップを発揮して女性活躍推進に積極的に取り組む

ことを奨励します。 

 
ネットワーキングを進める 

○ 私たちは、輝く女性の活躍を加速する男性リーダーのネットワークを広げ、成功事例

を共有するとともに、輝く女性のネットワーク構築を支援し、連携していきます。 
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輝く女性の活躍を加速する地銀頭取の会



「輝く女性の活躍を加速する地銀頭取の会」会員 

北海道銀行 東京都民銀行 

頭取 堰八 義博 頭取 柿﨑 昭裕 

青森銀行 横浜銀行 

頭取 浜谷 哲  頭取 寺澤 辰麿 

みちのく銀行 第四銀行 

頭取 髙田 邦洋 頭取 並木 富士雄 

岩手銀行 北越銀行 

頭取 田口 幸雄 頭取 荒城 哲 

東北銀行 山梨中央銀行 

頭取 村上 尚登 頭取 進藤 中 

七十七銀行 八十二銀行 

頭取 氏家 照彦 頭取 湯本 昭一 

秋田銀行 北陸銀行 

頭取 湊屋 隆夫 頭取 庵 栄伸  

北都銀行 富山銀行 

頭取 斉藤 永吉 頭取 齊藤 栄吉 

荘内銀行 北國銀行 

頭取 國井 英夫 頭取 安宅 建樹 

山形銀行 福井銀行 

頭取 長谷川 吉茂 頭取 伊東 忠昭 

東邦銀行 大垣共立銀行 

頭取 北村 清士 頭取 土屋 嶢 

常陽銀行 十六銀行 

頭取 寺門 一義 頭取 村瀬 幸雄 

筑波銀行 静岡銀行 

頭取 藤川 雅海 頭取 中西 勝則 

足利銀行 スルガ銀行 

頭取 松下 正直 社長 岡野 光喜 

群馬銀行 清水銀行 

頭取 齋藤 一雄 頭取 豊島 勝一郎 

武蔵野銀行 三重銀行 

頭取 加藤 喜久雄 頭取 種橋 潤治 

千葉銀行 百五銀行 
頭取 佐久間 英利 頭取 上田 豪  

千葉興業銀行 滋賀銀行 

頭取 青柳 俊一 頭取 大道 良夫 



京都銀行 四国銀行 

頭取 髙﨑 秀夫  頭取 野村 直史 

近畿大阪銀行 福岡銀行 

社長 中前 公志 頭取 柴戸 隆成 

池田泉州銀行 筑邦銀行 

頭取 藤田 博久 頭取 佐藤 清一郎 

南都銀行 西日本ｼﾃｨ銀行 

頭取 植野 康夫 頭取 谷川 浩道 

紀陽銀行 北九州銀行 

頭取 片山 博臣 頭取 加藤 敏雄 

但馬銀行 佐賀銀行 

頭取 倉橋 基 頭取 陣内 芳博 

鳥取銀行 十八銀行 

頭取 宮﨑 正彦 頭取 森 拓二郎 

山陰合同銀行 親和銀行 

頭取 久保田 一朗 頭取 吉澤 俊介 

中国銀行 肥後銀行 

頭取 宮長 雅人  頭取 甲斐 隆博 

広島銀行 大分銀行 

頭取 池田 晃治  頭取 姫野 昌治 

山口銀行 宮崎銀行 

頭取 福田 浩一 頭取 小池 光一 

阿波銀行 鹿児島銀行 

頭取 岡田 好史  頭取 上村 基宏 

百十四銀行 琉球銀行 

頭取 渡邊 智樹 頭取 金城 棟啓 

伊予銀行 沖縄銀行 

頭取 大塚 岩男 頭取 玉城 義昭 

会 長 ： 千葉銀行  頭取 佐久間 英利 
副会長 ： 東邦銀行  頭取 北村 清士 
顧 問 ： 常陽銀行  頭取 寺門 一義（兼理事） 

一般社団法人全国地方銀行協会 副会長 専務理事 西原 政雄 
理 事 ： みちのく銀行   頭取 髙田 邦洋    七十七銀行   頭取 氏家 照彦 

横浜銀行     頭取 寺澤 辰麿    北陸銀行    頭取 庵 栄伸 
静岡銀行     頭取 中西 勝則    池田泉州銀行  頭取 藤田 博久 
中国銀行     頭取 宮長 雅人    福岡銀行    頭取 柴戸 隆成 
西日本シティ銀行 頭取 谷川 浩道 
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